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  １日　月曜日
北日本 17 増やせ「生粋の庄川鮎」 砺波  山田商事  天然産の卵から完全養殖  稚魚１００万匹  県水産研協力

17 さくら功労者賞  野村さん受賞祝う 日本さくらの会の「さくら功労者賞」

17 庄川にご当地キャラ あゆ夢くん  あゆっピーちゃん  アユがモチーフ

23 声の交差点 郷土の養鶏王を回顧　砺波市　武部幹夫(８０歳）

24 産学連携の商品を紹介 富山大生  県の産学官連携事業「とやまデザイン・トライアル」

24 チューリップフェア心待ち 第７０回へＰＲ映像  砺波の財団

24 木彫３０年の歩み紹介 木彫工芸家の安達陽子さん  となみ散居村ミュージアム民具館

富山 1 富山湾越し  立山雄大 氷見、たこ揚げ楽しむ  最高気温  砺波市１４・７度

14 脳トレで親睦深め 砺波市ボランティア連絡協議会 「となみ野脳トレクラブ」

14 起業の成功方法学ぶ 呉西圏域セミナー  「起業・創業セミナー」

15 「庄川鮎」卵から育成  砺波の山田商事 きょうから販売  技術確立、味は天然並み

15 商工会青年部がゆるキャラ 「あゆ夢くん」「あゆっピーちゃん」  着ぐるみ製作  食文化発信

20 わが列車　わが鉄路　㊺　城端線氷見線 本音で語る⑤　「駅の宝」を掘り起こす  沿線は「文化の宝庫」

北陸中日 1 きょうの紙面 庄川ＰＲ  アユキャラ

1 ｟日々ひと言｠ 「生粋の庄川鮎」を放流して増やし、地域を活気づけたい

8 エコバッグ配り  レジ袋削減ＰＲ 富山駅で県婦人会

9 アユ  庄川の水で完全養殖 きょう販売開始  山田商事、「鮎や」で  「天然ものと変わらない味」

9 アユのゆるキャラも誕生 地域振興へ町商工会青年部  砺波市の庄川町商工会青年部

9 起業  経験者に学ぶ 呉西６市がセミナー  起業・創業セミナー「〝やりたい〟を仕事にするには」

　２日　火曜日
北日本 5 高野氏勝利へ結束　共産党県委員会 ’２１　富山市長選　４月１８日投票　

18 砺波　災害時　地上回線ダウン　衛星経由　通信確保 県内初実験　避難所情報迅速に

18 新庁舎は現在地で 特別委が市長に提言書　砺波市議会と同議会公共施設対策特別委員会

18 第７０回チューリップフェア　多彩な企画で盛大に はじめしゃちょーさん　トークショー開催

18 唄と踊り華やか となみ野民遊会

19 創業に理解深める とやま呉西圏域セミナー　 起業・創業セミナー

19 ポイント還元　ペイペイで 来月から１ヶ月　砺波市

富山 1 道をひらく　５氏１団体たたえ 富山新聞社の第６８回文化賞、第５１回芸術賞、第４１回スポーツ賞　齋藤尤鶴氏

21 災害時　衛星通信を活用　砺波市議会３月定例会 国の実証事業に参加　避難者の安否確認円滑に　県内自治体で初

21 散居モデル地域補助要件を緩和 散居景観モデル地域に指定された９自治会

21 新庁舎、現在地で建て替えを提言　 市議会公共施設対策特別委員会

21 コロナワクチン週内にも配送 市議会全員協議会

21 決済還元事業はペイペイで実施 ４月に砺波市

23 第７０回となみチューリップフェア　はじめしゃちょートーク 記念イベント発表　大阪桐蔭高が演奏

23 入場券の販売開始 １日から

26 わが列車　わが鉄路　㊻　城端線氷見線 本音で語る⑥　聖地と聖地を結ぶ路線　全国級のコンテンツ満載

北陸中日 5 発言 軽薄な政治家の想像力疑う　石丸秀幸　６１　富山県砺波市

14 源泉水で育む地場野菜　 優秀賞　柴田泰利さん　中日農業賞　喜び語る　「まだまだ上ある　精進」

14 庁舎、現在地で建て替え提言 砺波市に市議会　

14 議会だより　１日 砺波市

15 チューリップフェア催し多彩 はじめしゃちょー、大阪桐蔭高吹奏楽部など

15 新旧チューリップタワー並び立つ 砺波チューリップ公園

26 砺波の柴田さんに中日農業賞優秀賞 贈呈式　中日農業賞の北陸三県の受賞者への贈呈式

読売 24 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

25 チューリップフェア　日時指定の入場券発売 記念イベントも発表

  ３日　水曜日
北日本 1 県内荒天 八尾  風速２５㍍  魚津  寒暖差２０．３度  最高気温  砺波１９・６度

13 とやま×私×フォト 「私を見て」　ｍａｋａｎａ（富山市）

20 キャッシュレス決済使い方学ぶ 砺波市商店街連盟と砺波商工会議所商業・サービス委員会

21 事業内容  生配信でＰＲ 県西部１００社  ＷＥＢ説明会始まる 「県西部ＷＥＢ企業説明会」

21 新タワー全体像現る 来月完成式  砺波チューリップ公園

21 新酒  品質チェック 県酒造組合  １７蔵元が５８点出品

25 ニュースファイル 車同士衝突し女性重傷  小矢部市新西の県道交差点

26 県内聖火リレー日程 時刻・走行区間公表  クロスランドを出発  当初から大きな変更なし

27 ３００万円着服  砺波の女有罪 地裁高岡

富山 1 あすから１０病院に配送 医療者向けワクチン  県が１万回分

2 ３月有権者８８万４５９９人 県内、１２月から１５４９人減

13 地鳴り 生きやすい富山  心掛けに共感　角栄一　６９歳（砺波市）

20 ７０回チューリップフェア  盛り上げに一役 スタッフ用マスク製作  砺波の就労支援施設

21 事件・事故 小矢部で衝突  女性重傷  小矢部市新西の県道交差点

24 わが列車　わが鉄路　㊼　城端線氷見線 本音で語る⑦　「送迎マシン」から解放  生き方を見つめ直す

25 県内 春の嵐  その後一転雪 最大瞬間風速  八尾で２５㍍  最高気温  砺波市で１９・６度

25 ほたるいか 砺波市の砺波誠友病院  桃の節句の行事
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北陸中日 1 医療者用ワクチン  県内あすから配送 １０病院に９７５０回分

12 砺波で６、７日  小中高生ら音楽劇 コロナ禍  演技で力を  昨年は中止「生きる喜び伝えたい」

13 砺波産チューリップ  台北飾る ３年連続展示  士林官邸公園

読売 26 よみうり文芸 短歌  【秀逸】　武部由美子  山田裕子（砺波市）

26 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

27 新酒「非常に良い」 きき酒研究会  県酒造組合

　４日　木曜日
北日本 6 原酒交換で新ウイスキー 若鶴酒造　長濱蒸留所（滋賀）とコラボ

13 荒田さん（富山）準賞 第１５回角川全国俳句大会　

14 朝市夕市　県内 砺波市

14 となみ野 オリジナルミュージカル「ＪＯＹ！～この空の下で～」ほか

14 県内美術館・博物館の催し となみ散居村ミュージアム　松村外次郎記念庄川美術館

26 優秀安全運転事業所を表彰 自動車安全運転センター・県警

26 自衛隊入隊者激励 向上心持ち努力　砺波市

27 コロナワクチン配送 県内病院　きょうから

27 小教研賞に富田教諭(立山高野小) 研究・実践記録表彰式  県小学校教育研究会

27 １１７人と１５０団体表彰 県善銀と県親切運動本部

35 南砺の野鳥　高病原性 県　３日

富山 13 コント 砺波・明水百選

13 地鳴り 女性の美しい声　得した気分に　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

20 職場見学会で地元就職に理解 砺波工高２年

20 教員　卒業生に花束 砺波高、在校生に代わり　砺波高の卒業式

21 横断歩道一時停止を　来月キャンペーン 砺波市交通安全対策会議

21 簡単レシピで野菜食べて 砺波・健康センター　新婚夫婦に配布

21 砺波でも活躍期待 砺波市の自衛隊入隊予定者の激励会

22 ＳＤＧ s事例紹介 県消費者協会と消費生活研究グループ連絡協議会の研修会

26 わが列車　わが鉄路　㊽　城端線氷見線 本音で語る⑧　駅のワクワク感を再び　「行けば何かある」場所に

27 南砺の野鳥も高病原性 鳥インフル

北陸中日 15 主な美術館・博物館の催し 庄川美術館

26 鳥インフル野鳥　南砺も高病原性 県内、今年３例目

読売 27 高病原性と確認 南砺市内で死んだ野鳥のノスリ

毎日 24 新型コロナ 県内あすから接種開始　医療従事者向けワクチン

24 南砺の野鳥から鳥インフル検出 高病原性Ｈ５Ｎ８型

  ５日　金曜日
北日本 4 城端線・氷見線ＬＲＴ化  需要予測の結果共有 ＪＲや沿線市と  月内  第２回検討会  県議会２月定例会

4 県議会　一般質問 耐雪型侵入防止柵に被害　瘧師富士夫氏　自民砺波

17 明治のひな飾り公開 旧料亭「くりす亭」今月４日間  柔和な表情  豪華に装飾

17 市内の企業を見学  仕事に理解深める 砺波工業高２年生

17 わくわく舞台へ仕上げ ミュージカルキッズ  あす、７日上演  「ＪＯＹ！～この空の下で～」

18 １７人巣立つ 砺波准看護学院

18 吉田君と福井さん  最優秀標語で表彰 砺波市交通安全対策会議

19 県産チューリップ  台北の公園を彩る ３年連続で輸出  砺波産など県産チューリップ

22 とやま×私×フォト 「雪が解けてきたら庭に？」　ロビンちゃん（砺波市）

22 とやま×私×フォト 「ズンズラに乗る」 今井春継(南砺市)

富山 1 聖火の経路  県が再発表 延期前とほぼ同じ  ６月２、３日リレー

3 県議会定例会　一般質問 砺波の地滑り状況示せ　瘧師富士夫氏（自民）

3 記者席 「迫真の描写」

19 地鳴り 城端線の景色  大変美しい  勝見由紀子 ７９歳（高岡市）

19 地鳴り 官僚の処分  甘すぎる  犀川寮明 ７３歳（砺波市）

19 地鳴り 富山の魅力を発信したい  比留間玲子  ６７歳（砺波市）

22 図書館と美術館  連携推進で講演 砺波美術館長  砺波市図書館友の会の講演会

23 本場の緑茶味わって  砺波市、施設に配布 静岡・菊川市が寄贈　菊川市の茶業協会

24 初の外国人卒業生 砺波准看護学院「努力続ける」

28 わが列車　わが鉄路　㊾　城端線氷見線 本音で語る⑨　ＢＲＴってどうなの？  単線では高速にならず

28 ＪＲ城端、氷見線  ＬＲＴ化　知事「重要」 県議会  新年度に事業費調査

28 優先接種、砺波で開始 医療者用ワクチン県内到着

29 薬など１４５点窃盗  ベトナム人逮捕 容疑で砺波署

北陸中日 1 県内医療者の接種が本格化 砺波で７５人

12 広報情報課を新設 砺波市組織改編

13 寄贈の菊川茶  高齢者ら一服 砺波市に静岡から  菊川市茶業協会

13 職業選び  きっかけに  工場や工事現場見学 砺波工高  全２年生

24 聖火リレー県内ルート発表 歴史、文化  駆け抜ける

25 化粧品など窃盗 ベトナム人逮捕 容疑で砺波署

読売 20 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

毎日 24 ギャラリーだより 季節の展示「春を待つ民具展－田起こし、雛（ひな）人形、新入学

2 ページ



  ６日　土曜日
北日本 19 きょうから砺波大会  アクア選手が抱負 市役所訪問  バレーボールⅤリーグ１部（Ⅴ１）

25 ３９１点  春の訪れ演出 県中央植物園　あすまで県蘭まつり

25 静岡から届いた特産茶味わって 福祉施設に贈呈  菊川市

25 ６部門に１３７人出品 「トリエンナーレとなみ野美術展」

富山 5 富山から８１団体認定 経産省  健康経営優良法人

26 砺波税務署長賞に城端小・西川さん 絵はがきコンクール

29 Ⅴ１リーグ  ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 砺波大会  勝利を誓う  市役所訪問 きょうからⅤカップ  

北陸中日 7 原酒交換ウイスキー  商品化 国内初、三郎丸と滋賀・長浜の蒸留所

12 優先接種  高岡でも開始 厚生連病院  体調異変なし

13 Ⅴカップ  アクアに応援を きょうから砺波で  選手ら市長に訴え

読売 22 菊川茶  砺波市民ら味わう 広域避難先指定の縁で進呈

23 ワクチン優先接種開始 医療従事者３万９０００人に

日本経済 35 映える！　砺波郷土資料館（富山県砺波市） 和洋融合、近代化の象徴

　７日　日曜日
北日本 21 境界の彼方　データ編 富山市　３００８件を調整　「平成の大合併」　条例　

富山 3 わが列車　わが鉄路　城端線氷見線 「近未来図」を描こう　城端線・氷見線の近未来図

3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

9 地鳴り 武士の家の存続　苦心の事情学ぶ　 黒田和也　４４歳（砺波市）

9 地鳴り 旅館の経営難　とても心配　法野孝志　７３歳（南砺市）

9 地鳴り 記述の端々にあふれる郷土愛　松井慎一郎　７１歳（滑川市）

15 きょうマイナンバーカード申請窓口開設 イオンとなみ

17 道をひらく　▶３◀ 富山新聞芸術賞　北陸日彫会長　齋藤尤鶴氏　「庄川の風」郷土愛を形に

21 わが列車　わが鉄路　㊿　城端線氷見線 本音で語る⑩　交通を自ら切り拓く　鉄道なき井波の地から

朝日 19 早春の花咲きそろう 砺波・四季彩館　２４日まで　「季節を彩る花々」

　８日　月曜日
北日本 1 東日本大震災　１０年 全国自治体　防災の専従職不在２０％　慢性的人手不足が背景　県内３市町村で不在

14 Ｖリーグ ホーム最終戦　砺波でＶカップ予選　アクア１５戦ぶり勝利

17 子どもやＯＢら　豊かな表現で魅了 ミュージカルキッズ公演　「ＪＯＹ！～この空の下で～」

17 稽古の成果披露 砺波連合宝生会　春季謡曲大会

23 声の交差点 春うららに孫と散歩　島田栄　７２歳(砺波市)

24 全国の民謡華やか 県内６団体ステージ　「第４１回民謡春まつり」

24 特選・特別賞　３６人たたえる 富山第一銀行　小学生図画　

富山 12 砺波連合宝生会　１１番披露 小矢部で春季大会　砺波連合宝生会春季謡曲大会

14 ３５チーム　熱戦火ぶた 第２８回万葉旗争奪ジュニア野球大会第１日

14 Ⅴ１リーグ  ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ ホーム最終戦　白星締め　ＰＦＵに競り勝つ　

北陸中日 11 謡曲大会　巴御前を謡う 小矢部で砺波連合宝生会　春季謡曲大会

　９日　火曜日
北日本 13 とやま×私×フォト 「春のお知らせ」　目覚めた冬眠おばさん（砺波市）

18 砺波　庁舎整備へ検討委 老朽・耐震化に対応　市議会本会議　８日　

18 代表質問 ワクチン接種　相談体制確保　山森文夫氏（自民会）

富山 20 砺波市議会代表・一般質問 耐震化　現在地建て替え　新築移転　市庁舎整備へ検討委　市民交え方向性

20 ワクチン接種でコールセンター 市健康センターに設置した実施本部内

20 デジタル化計画策定 新年度　「デジタル化推進計画（仮称)」

21 １年の無火災祈願 南砺・高瀬神社

22 砺波の天野餅店 合格祈願　どら焼きに印

北陸中日 12 議会だより　８日 砺波市

13 南砺・高瀬神社で消防団員ら 清めた水で鎮火の神事

毎日 22 明治期の人形公開 砺波・ひな飾り　砺波市中央町の旧料亭「くりす亭」

１０日　水曜日
北日本 22 いじめ把握へ　心理検査 砺波　全小中　年２回実施　市議会本会議　

22 大雪で損壊のハウス助成 市内　全壊２３棟・半壊１３棟

27 東日本大震災１０年　♯３１１ｊｐ　地方紙協働企画 記憶・体験　次代へつなぐ　県民の心に残るエピソード　送ったのは炭酸水　砺波市の男性

28 １４日お笑いライブ　人気芸人９組出演 砺波市文化会館

富山 1 綿毛の花穂　春空へ伸び 富山・内山邸　最高気温　砺波市　１２・１度

21 コント 砺波・たぬき

21 地鳴り ２０年ぶりにスキー板履く　戸田祐子　５８歳（砺波市）

23 全小中生に心理テスト 年２回　いじめや不登校防止　砺波市　本会議

23 水記念公園再整備　２２年度に検討委 本会議

北陸中日 13 南砺の魅力　表現多彩に ヘリオス３０周年記念絵画展　市長賞　川合千明さん（砺波市）

読売 28 よみうり文芸 俳句  【秀逸】　武部由美子（砺波市）　海潮砺波歌会

23 庁舎整備の検討委設置 砺波市、新年度　市議会

１１日　木曜日
北日本 1 災害弱者避難計画 県内の作成　２０％止まり　支援者確保が課題

22 朝市夕市　県内 砺波市

22 となみ野 爆笑‼お笑いコントバトルｉｎ砺波

22 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館
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25 がんばってます　富山の職場 庄川温泉ゆめつづり　砺波市庄川町金屋　くつろぎの時間提供

25 市健康センターがお手軽レシピ集 野菜　たくさん食べて　新婚夫婦に配布

26 チューリップフェア　人気スポット　３密回避 新タワーなど一方通行　第７０回となみチューリップフェア

27 県西部の普通科定員割れ　「安定志向で実技系へ」 高岡市教育長がコロナ影響指摘

29 主な国公立大・私立大の県内合格者数 東大前期　富山中部最多２０人

34 富山　防災力チェック　㊦　新技術 ドローン活用進む　情報整理の仕組み必要　砺波地域消防組合

富山 29 地鳴り 早々の閉店　残念な気持ち　北清俊一　６４歳（砺波市）

34 新タワー　１階から入場　旧タワー　見学のみ可能　フェア期間 砺波市　産業建設常任委員会

37 東大３６人　富山中部から２０人 前期入試　県内合格者　９人減　京大１４人、変わらず

37 県立高校　一般入試終了 「力出し切った」　受験生　開放感味わう

41 東日本大震災１０年 気仙沼に花は咲く　砺波のチューリップ　園児に　来月、仮設跡に新保育所

１２日　金曜日
北日本 21 江戸－昭和の農耕を再現 砺波民具展示室　「春を待つ民具展」

22 高齢者　ＱＲコードで確認 砺波　不明時　スマホかざすと通知　市議会民生病院委員会

23 県警人事　交通部長に前田氏 富山中央署長は青木氏

23 市議選へ取締本部 砺波署　１１日　事前運動取締本部

富山 1 ５氏１団体たたえ 富山新聞文化、芸術、スポーツ賞　富山で贈呈式

3 北陸コカ、県に売り上げ一部寄付 地域限定商品の売り上げの一部　「信州・北陸オリジナルデザイン缶」

3 記者席 ウイスキー通？　鋳造製ウイスキー蒸留器が「県ものづくり大賞」

23 シールで徘徊高齢者保護 ＱＲコード付き　登録者に配布　砺波市　民生病院常任委員会

24 女子スーパー大回転　富山一・上嶋５位 第３３回全国高校選抜スキーアルペン第１、２日

24 県警人事　交通部長に前田氏 警備部長は笠井氏

24 砺波市議選でも設置 砺波署　事前運動取締本部

北陸中日 12 １２署長が異動 県警人事

12 北陸コカ・コーラ　県に８７万円寄付 地域活性化のために　「信州・北陸オリジナルデザイン缶」の売り上げの一部

12 事前運動取締本部　各警察署が設置 富山市長市議選など

読売 28 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

28 県警交通部長に前田氏 １１０人異動　１２署長が交代

28 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

朝日 23 県警　１２署長交代 春異動　第１次

１３日　土曜日
北日本 1 境界の彼方　とやま自治考　２３ 第３章　巨大化のいま　⑨自治振興会－砺波市　地区の未来　住民担う

17 上嶋（富山第一）３種目入賞 全国高校選抜スキー　男子の宮島（堀川中出）も

23 栴檀野（砺波）のサクラ　手入れ 大雪で枝折れ・病気　保存会　参加者募る

23 全日本アンサンブル 初出場の庄西中　吹奏楽部を激励

24 庁舎建て替え　現在地が効果的 砺波　市議会総務文教委員会

31 境界の彼方　データ編 砺波市　想定より人口伸びず

富山 3 城端、氷見線で知事 ＬＲＴ化の調査を実施

24 「現在地で建て替えを」　 庁舎整備で職員研究会　市町村議会（１２日）　砺波市

25 砺波の旧料亭　明治のひな飾り華やか きょうから　京都の老舗が製作　「くりす亭」

25 全日本で金賞目指す 砺波・庄西中　吹奏楽部員が誓う　第４４回全日本アンサンブルコンテスト

26 砺波の球根　台湾で咲く １０２０個　市、県組合が小学校に贈る　チューリップ交流５周年

26 南砺市つつじ荘に空気清浄扇風機 こぶしの会が寄贈　歌謡ボランティアグループ

27 女子回転、上嶋７位 第３３回全国高校選抜スキーアルペン最終日

読売 27 サンシュユかれんに 砺波　県花総合センター

毎日 26 ギャラリーだより 季節展示「季節を彩る花々－早春」　チューリップ四季彩館

26 県警　１１０人が異動 部長級７人、１２署長交代　第１次内示

１４日　日曜日
北日本 1 境界の彼方　とやま自治考　２４ 第３章　巨大化のいま　⑩商議所と商工会－砺波市 共存共栄へ若手連携

16 わが家のアイドル 井上咲里ちゃん　３歳　さいたま市  =砺波市出身＝

17 人生の節目  お祝い 花と緑のフォーラム  市民１５７組に記念樹

17 会長に境さん 砺波市母子寡婦福祉連合会の定期総会

25 あなたの家  備えは大丈夫？ 県内の主な活断層と震度・被害予測

28 県関係３人初入選 第７６回春の院展

29 境界の彼方　データ編 商議所と商工会　「似て非なる」存在　

31 砺波の男女３人が感染 新型コロナ

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

20 行政出前講座で屋敷林の施策説明 砺波・小杉自治会

21 初の全国へ 歌声に磨き 砺波・出町中合唱部 １８日、福島の大会出場  創部８年、音源審査を通過

21 グリーンキーパーら１６人に花と緑の表彰 砺波でフォーラム  「花と緑のフォーラム」

21 新会長に境さん 砺波市母子寡婦福祉連合会の総会

22 砺波東部・庄南  庄東出町、津沢  ８強 第２８回万葉旗争奪ジュニア野球大会第２日

22 男子  南条、女子  戸出西部Ｖ 富山新聞社旗争奪第３６回高岡市スポーツ少年団新人戦バレーボール大会

24 地鳴り 富山と西部の不思議な縁  比留間玲子  ６７歳（砺波市）

26 新型コロナ  砺波３人感染 １３日

北陸中日 9 ＨＯＰＥＦＵＬ ホープフル 希望に挑む ミドル記者も 楽しむ  折り連鶴  探究心 空より広く  板金の技光る 石附与志男さん

11 庄西中吹奏楽部「金賞を」 砺波  全日本アンサンブルへ抱負

読売 27 コロナ感染３人 砺波市
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１５日　月曜日
新聞休刊日

１６日　火曜日
北日本 13 とやま×私×フォト 「となみ野の雲海」　谷崎悦夫（高岡市）

25 増山城登城証に特典 飲料サービスや割り引き  通行手形のデザインに一新

25 きょうもにっこり 県消防学校主任教官  松井清哲さん

26 剪定枝チップ化  機械の効果検証 小矢部市

26 棚田さん(射水堀岡小４）最高賞たたえる 富山銀行 「夢作文大募集１８」

27 「災害に即応」 小野瀬司令着任 砺波  陸上自衛隊富山駐屯地

富山 13 地鳴り 一人暮らしを頑張れとエール  小倉慶子  ７６歳（砺波市）

18 生活　文化　イチ押し となみそだち（砺波市宮沢町）　「大門素麺」　こしのある自家製麵

18 文芸喫茶 短歌  海潮砺波短歌会２月歌会  川柳　となみ野川柳会２月誌上句会

22 消防団員支援で３社に感謝状 砺波市  県の消防団員活動支援協力事業所

22 新型コロナ対策へ  砺波市に１５万円寄付 明治安田生命保険相互会社

23 増山城跡登って特典 手形風の認定証　砺波市教委　きょうから配布

23 コンテスト出場　４校健闘誓う 県庁で激励会　全日本アンサンブルコンテストの出場団体激励会

24 戸出東部ハンターズ８強 第２８回万葉旗争奪ジュニア野球大会第３日

24 利根川が優勝　選抜中１男子５５㌔未満 第４回かがやき杯空手道選手権

25 大規模災害で貢献を　 ヘリポート運用に意欲　富山駐屯地・小野瀬新司令

25 事件・事故 車のガラス壊した疑い　砺波署

北陸中日 1 １４市町村が集団接種予定 県内高齢者ワクチン　滑川市は個別接種のみ

14 小野瀬司令が着任「地元に貢献する」 陸上自衛隊富山駐屯地

15 １２０年前のひな人形  見て 砺波・くりす亭で初公開

15 増山城の登城認定証  新調 きょうから砺波市  割引特典も導入

28 県内新規感染  ２日連続ゼロ 十五日

朝日 29 涙と笑顔  音にのせ  ２０日・宮崎  全日本アンサンブルコン  重圧越えて  奏でる「波」 庄西中・打楽器五重奏

１７日　水曜日
北日本 19 北日本俳壇の集い ■特選　二俣れい子　野村邦翠　

22 わが家のアイドル 川邉明凛ちゃん　６歳　砺波市苗加

23 フェア満開へ準備ＯＫ 砺波チューリップ公園　花壇にネット　開花調整

23 チューリップ柄　商店街華やか 駅前にフラッグ　砺波市のとなみ駅前商店街振興組合

23 市に１５万円寄付 明治安田生命保険  砺波市に

24 教育長に白江氏  齊藤副市長再任 砺波市議会  本会議

24 論戦を振り返って コロナ対応　提案力磨け

24 消防団支援３社に知事感謝状を伝達 県消防団員活動支援協力事業所  砺波市内３企業

25 障害者福祉  課題を探る 育成会となみ地域連　　

26 全国珠算学校連盟検定合格者 第２０３回段位暗算検定試験

26 全国珠算学校連盟検定合格者 第２７５回段位珠算検定試験

26 全国珠算学校連盟検定合格者 第３２８回１級～３級珠算検定試験

富山 19 地鳴り 日医工の問題  正直がっかり  犀川寮明 ７３歳（砺波市）

20 グランプリに富山・竹本さん 「射水の自慢」フォトコンテスト

20 ８月に国体記念ナイター 砺波市野球連盟が総会

21 新教育長に白江氏 齊藤副市長を再任  市町村議会(１６日)  砺波市

22 困難乗り越え前進 砺波、南砺、小矢部で卒業式

22 チューリップフェア  砺波  来月２２日開幕 見事な花を  遮光ネットで生育抑制  ２年ぶり、成功願い作業

22 商店街と駅前広場  フラッグで明るく チューリップをデザイン

北陸中日 12 議会だより １６日 砺波市

13 チューリップフェア準備着々 ７色花びら  フラッグ新調  砺波駅周辺に設置

13 チューリップフェア準備着々 花壇に遮光ネットし開花調整

13 栴檀野桜保存会  折れた枝を剪定 砺波の上和田緑地  

読売 32 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

33 チューリップ  開花調整 砺波  遮光ネットで覆い

33 増山城の認定証  刷新 砺波市内店舗で優待特典 「登城認定証」

１８日　木曜日
北日本 20 朝市夕市　県内 砺波市

20 となみ野 第２９回チェリー杯争奪中学校女子バレーボール大会ほか

20 県内美術館・博物館の催し 松村外次郎記念庄川美術館

24 わが家のアイドル 金守祥吾ちゃん  ５歳　咲奈ちゃん  ２歳　砺波市一番町

25 感謝の言葉と千羽鶴 公共施設・企業に贈る　砺波　出町中全生徒

27 県教委人事　教育センター所長　亀永氏 魚津高校長は田中氏　４月１日付人事異動

27 料理課程修了祝う 総合カレッジＳＥＯ

富山 2 きょう５氏が質問 県議会予算特別委員会

23 コント 砺波・富之助

23 地鳴り 花があると部屋が明るく　紫藤道子　８６歳（砺波市）

24 今季の営業開始  １１０人プレー楽しむ 砺波市ＰＧ場  庄川河川敷公園内

24 運転疑似体験で交通安全学ぶ 砺波でホテル従業員　砺波署

24 チェーンソーの技能競う 南砺で初開催　県西部森林組合

5 ページ



26 調理学び「成長」　但田さんが卒業 砺波・ＳＥＯ　総合カレッジＳＥＯ

26 県教委人事　教育センター長に亀永氏 坪池教育次長は再任用  ４月１日付

27 「住みここち」　砺波が全国１０位 大東建託調査　「いい部屋ネット　街の住みここちランキング２０２０　ふるさと版」

北陸中日 12 高校長ら異動固まる 県教委、魚津高には田中氏  ４月１日付

13 スマホに北陸向け広告 チューリップフェア  誘客に力

13 結婚、誕生、新築市民に記念樹 砺波、花と緑のフォーラム

１９日　金曜日
北日本 5 高岡ものづくり体験施設　知事「見直し含め検討」 テクノドーム別館に建設　県議会  予算特別委員会

5 県議会　予算特別委 観光産業への影響問う　米原蕃氏　自民砺波

5 ドキドキする政策を 米原氏　初質問でエール

26 わが家のアイドル 渡辺皓人ちゃん   ２歳　砺波市太郎丸

29 １９校で２次募集 県教委　１８日　県立高校全日制入試

29 記者ぶろぐ　砺波支社　高田莉緒奈 還元事業の影響は？

29 県警人事 【警部】（３月３１日付）ほか

富山 1 春の青空　白き稜線 富岩運河環水公園から望む　気温平年並み　最高気温　砺波市１３度

3 本社機能移転で複数の相談　首都圏企業を取り込み 県議会予算特別委　助成拡充、訪問活動強化

3 「県民へドキドキを」 米原氏、知事にエール

3 石川知事と懇談　「有意義な機会」 近隣県の知事同士との懇談会

3 記者席 新幹線と森元首相

3 野上農相との思い出を回顧 「知恵出し付加価値向上を」　米原氏、県産食材売り込みで注文　

3 質問答弁の要旨 中山間地の空き家活用を　米原蕃氏（自民）

17 地鳴り 私たちは３・１１を忘れてはいけない　堺井清美　６５歳（砺波市）

17 地鳴り 五輪の開催難しいのでは　安カ川仁省　７０歳（砺波市）

23 広告 高校合格　おめでとう　充実した高校生活を送ろう

24 ピザ窯　日曜大工で拡充 地域交流拠点へ飲食スペース　砺波の古民家民泊施設　来月プレオープン

26 黒部、滑川　上市、氷見、南砺　新設課長決定 県警　春の組織改編　７３５人の異動内示

26 移住者支援制度を紹介 砺波で説明会　「１０７３（となみ）プロジェクト」

26 ６１８８人　春来た！　県立高で合格発表 ２次選抜実施校

26 中学へ１２６０人巣立つ ４市町２８小学校で卒業式

26 初誕生 中島未陽ちゃん　＝砺波市高波

27 紙風船 リモートで学ぶ

27 事件・事故 庄川の遺体、身元判明

北陸中日 5 発言 コロナ　分かりやすい用語で　上野亮平　７８　富山県砺波市

12 希望の卒業 ４市町の小学校　後輩に見送られ

27 砺波の庄川で８５歳男性死亡 十八日

読売 26 陸自富山駐屯地  小野瀬司令着任 陸上自衛隊第３８２施設中隊長兼富山駐屯地司令

26 ５警察署で課統合 「刑事生活安全」「地域交通」に 第２次人事異動 １８日

26 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

27 砺波の川岸に８５歳遺体 １８日

２０日　土曜日
北日本 4 富山県に２２億円  市町村は１２１億円 特別交付税  

4 除雪費追加支援  富山県に１９億円 国土交通省

4 子どもの権利条例を 自民県議ＰＴ  知事に提言

4 となみ政経懇話会  総会・３月例会 立命館大客員教授 元外務事務次官  薮中三十二氏

5 土地改良事業功労者を表彰 県土地改良事業団体連合会

13 北日本歌壇の集い 砺波市　中井溥子

25 南砺の酒米生産者  応援 食堂６３３(砺波) 水上店主  ３飲食店と弁当販売

25 交通安全の意識高める 砺波署

27 城端・氷見線  ダイヤを提言 富山大院生が研究発表

27 日本経済の仕組み  コロナ禍で変わる 森永卓郎さん講演  砺波市農業者協議会など  農業講演会

32 砺波の遺体  死因は水死 砺波署

富山 2 決議案を採択  功労者１７人表彰 県土地改良事業団体連合会の総会と土地改良功労者表彰

3 子どもの権利条例　前向き　 自民県議会議員会提言に知事　「施策に反映すべく検討」

3 除雪費支援  県に１９億９００万円追加 国交省  累計５７億６９００万円

3 今年度県分３４億４２００万円 特別交付税  大雪、鳥インフルエンザで増

25 地鳴り 保護した猫  幸せに生きて　工藤直美　５６歳（砺波市）

27 牛首紬や加賀友禅  新作４００点を展示 砺波・寿々屋

29 石田さんら２人入賞 日本南画院展

29 事件・事故 砺波の男性、死因は溺死

北陸中日 1 除雪追加支援  富山に１９億円 全国３８０億円

読売 28 Ｓａｔｕｒｄａｙ　とやま　ひろば 予定書き込みワクワク　イラスト　土江田玲子（砺波市）
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２１日　日曜日
北日本 1 境界の彼方　とやま自治考　２８ 第３章　巨大化のいま　⑭元県市町村合併支援班長　砺波市長　夏野修氏に聞く　首長の決断　歴史変える

19 入学おめでとう！ 新１年生★キラキラ　写真館

23 春の林野火災に備え 県境での消火連携確認　砺波地域消防　南砺・小矢部市　金沢市と合同訓練

23 「こみんか食堂」で卒業・進級祝う となみセントラルＬＣ

23 杉江さん最高賞 第３２回県表装展　砺波市長賞

23 タオルと切手　善意銀に寄付 砺波法人会女性部会

26 とやまｗｅｂｕｎランキング 　１３～１９日 ①富山県内６日ぶり感染確認　砺波の男女３人(１３日)

28 県美連　１１月に７０年記念展 県美術連合会の総会

28 雪割草　色とりどり 砺波市の庄川山草会　雪割草展示会

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

8 地鳴り 苦痛や辛苦を決して忘れない　嶋村了吉　５７歳（砺波市）

8 地鳴り 百貨店事業　継続を願う　角栄一　６９歳（砺波市）

22 食べても美味　酒米で弁当 砺波の若手飲食店経営者　きょう、２８日に販売　コロナ影響　日本酒低迷で需要開拓

23 砺波市ＰＧ場　来場１０万人 節目の金平さんに記念品

23 女性団員ら啓発 砺波消防署と砺波市消防団女性第１分団

23 田園風景の中ランニング 砺波でイベント　県砺波青少年自然の家のランニングイベント「第６回となみｄｅ　ＲＵＮ」

24 県境越えた連携確認 砺波、南砺、小矢部、金沢　南砺で合同消化訓練

29 伝統工芸品　組子細工　米国出身　砺波の技に奮起 元ＡＬＴ・ファタルさん　建具店入社、海外発信

北陸中日 5 発言 公園の新旧タワー　ぜひ見て　貝渕文夫　７２　富山県砺波市

12 県境山火事想定し訓練 砺波地域消防と南砺、小矢部、金沢市

12 消防団員の雇用で３社に知事感謝状 砺波市役所で伝達　

朝日 25 庄西中　初出場「金」　高岡商　笑顔の「金」 全日本アンサンブルコン

 ２２日　月曜日
北日本 5 映える　写真バトル 第４６回　春待ちわび　砺波高校写真部　本紙写真部カメラマン

21 とやま×私×フォト 「青の波紋」  五本松司（砺波市）

23 林野火災想定し訓練 市消防団と消防署連携　砺波市消防団と砺波消防署の春季訓練

25 女子バレー　中学生熱戦 第２９回チェリー杯争奪中学校女子バレーボール大会

25 来場者１０万人　 市パークゴルフ場 砺波市庄川町庄

31 ニュースファイル 出合い頭に衝突　男性重傷  射水市黒河新の県道交差点

富山 17 新会長に高田氏 砺波市ペタンク協会の総会

17 消防団　災害に備え 遠距離を中継放水　砺波　砺波市消防春季訓練

18 砺波東部・庄南　ＵＯＺＵ、ＢＦＢ　４強 第２８回万葉旗争奪ジュニア野球大会第５日

19 事件・事故 射水で車衝突、男性１人重傷　射水市黒河新の県道交差点

北陸中日 8 助庵の心感じる３３点 佐藤美術館で企画展  「佐藤助庵の蒐集」

8 水のない山間地で放水 砺波消防など　ポンプ車１４台中継し訓練　砺波市の春の消防訓練

9 酒米在庫  食べて農家応援　 砺波の４飲食店　弁当販売会　２８日にも実施

9 チェーンソー操作　１８人が正確さ競う 県西部森林組合　森林作業員の技術競技会

読売 27 ＵＳＯ放送 砺波・あみーご

２３日　火曜日
北日本 21 春の砺波駆ける イベント「となみｄｅＲＵＮ」　県砺波青少年自然の家

21 ＪＡとなみ野人事 ４月１日

23 石田さん（砺波）佳作賞 第６１回日本南画院展

23 全国ミニバスケ　出場へ意気込み 砺波東部と出町　第５２回全国ミニバスケットボール大会

富山 2 城端・氷見線ＬＲＴ化　 需要調査基に実現議論　新年度　高岡市議会総務文教常任委員会

3 稗苗－宮本体制を了承 人事案　県連組織に市町村議

21 コント 砺波・越中之助

24 全国ミニバス必勝誓う 砺波東部、出町が市長訪問

24 スマホ操作学ぶ イオンモールとなみ　「スマホ＆タブレット３日間体験教室」

北陸中日 13 全国ミニバス　健闘誓う 砺波から３７ぶりアベック出場　砺波東部レッドストロングス　出町ＭＢＣ

13 悩み　読んで解きほぐして 砺波図書館　自殺対策関連本の企画展

24 県境３市　消防訓練 山火事想定　南砺、小矢部、金沢

２４日　水曜日
北日本 1 公示地価　県内住宅・商業地下落 消費増税やコロナ影響　上昇半減３３地点

5 県議会常任委　「特定空き家」県内６２件 代執行　５年間で１４件

5 県内伝統工芸品　 販売額・従事者とも　３０年で７割減

21 声の交差点 家を守った桜に別れ　砺波市　小西文子(７７歳）

25 となみんマスク　冷感タイプ販売 福祉作業所庄川　来月から

25 チューリップフェア切手贈る 市長に日本郵便北陸支社

26 福祉市民部長に村井氏 砺波市人事　４月１日付人事異動

26 文部科学省後援第４００回全珠連検定試験合格者 珠算　暗算

26 文部科学省後援第４０１回全珠連検定試験合格者 珠算

27 新任校長　最多８４人　 教育次長に坪池氏再任　県教委人事　校長・課長級以上　校長の女性割合２５．８％

29 主な国公立大・私立大の県内合格者数 コロナ影響　私立大大幅減　富山大現役　富山東が最多５２人
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富山 2 働き方改革推進　４企業を表彰 県働き方改革推進企業の表彰式

21 県教委人事　新校長に８４人登用 退職ピーク　過去５年で最多　４月１日付人事異動

21 福祉市民部長　村井氏　議会事務局長　森田氏　総合病院副院長　髙木氏 砺波市人事　４月１日付の人事異動

22 創立１０年式典開催へ準備 砺波市パークゴルフ協会の総会

23 来月のチューリップフェアへ　記念の切手　販売開始 日本郵便、砺波市に寄贈

北陸中日 5 ミニコント 砺波・晴之助

10 石川、富山の公示地価 富山県　砺波市

14 新校長に８４人 県教委異動

14 議会事務局長　森田氏が就任 砺波市人事　四月一日付人事異動

15 衛星使い災害時安否確認 砺波市が実証調査参加へ　２１自治振興会に説明

15 チューリップフェア オリジナル切手でＰＲ　日本郵便北陸支社

読売 32 県内の公示地価 砺波市

32 新任校長８４人 女性は２１人　県教育委員会　４月１日付　人事異動

32 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 3 富山県内の公示地価 砺波市

毎日 26 県教委　校長級２００人異動 女性登用　過去５年間で最多　人事異動

27 北陸３県の公示地価 富山県　砺波市

２５日　木曜日
北日本 1 １０市町　施設入所者優先 県内高齢者ワクチン接種　クラスター抑止

5 ４人追加推薦 砺波市議選で自民県連

6 北陸コカ　２年ぶり赤字 ２０年１２月期　コロナ影響

6 第一ホテル「雇用守った」 北陸コカ・コーラボトリングの稲垣晴彦会長

20 朝市夕市　県内 砺波市

20 となみ野 ワクワク写真教室写真展ほか

25 味わい深い書４５点 早苗さん作品展　「我楽苦多書軸展」

27 民意と歩む 来月市議選へ　若手経済人今月２７日企画　立候補予定者と語る会

36 コロナワクチン　県内自治体調査　 １４市町村が集団接種　医師・看護師確保に課題

36 富山・高岡・砺波　新たに４人感染 県　２４日

富山 2 現職と新人の４市　新たに推薦決める 砺波市議選で自民市連

15 地鳴り 風格と品格ある力士誕生心待ち　北清俊一　６４歳（砺波市）

23 富山文芸　３月賞 柳壇　歌壇

28 パネルシアターで昔話 砺波の団体　新図書館で定期上演　ボランティア団体「ドリーム」

29 立候補予定者知って ２７日、砺波市議選へ語る会　「立候補予定者と語る会」

29 災害時、衛星で通信　機器の使い方学ぶ 砺波市で説明会　内閣府の衛星安否確認サービス実証・調査事業の説明会

29 消防本部次長　久保氏が就任 砺波地域消防組合　４月１日付　人事異動

29 砺波広域圏事務組合 ４月１日付

29 砺波地方介護保険組合 ４月１日付

34 県内４人感染 新型コロナ

北陸中日 7 自販機が不振　北陸コカ赤字 １２月期　２年ぶり

27 県内感染４人増 富山県　二十四日

読売 33 新規感染４人 新型コロナ

朝日 23 新たに４人感染 新型コロナ　県　２４日

日本経済 43 北陸コカ、１１億円の赤字 前期最終　自販機で売り上げ不振

２６日　金曜日
北日本 4 城端・氷見線検討会　ＬＲＴ・直通で利用２倍 ４０年予測　運行本数増も条件　ＪＲ西と今後も協議

23 チューリップ描いたヘッドマーク　城端線列車に付け運行 フェア期間中　５月３～５日　ＪＲ西と砺波市　宮西さん（出町中）デザイン

24 費用ゼロで行政情報ＰＲ 市と企業　協力合意　イオンモールとなみ

24 県善銀に寄付金預託 スーパー「サンキュー」を展開する三喜有

39 高岡・砺波　３人感染 新型コロナ　県　２５日

富山 1 城端・氷見線　２０４０年需要予測 ＬＲＴ化　利用４６％増　直通、１０～１５分間隔　１日１万８８００人　県「現実性ある」

24 元地域おこし協力隊渡辺さん　古民家でスコーン店　 砺波・花島　庄川ユズ使い魅力発信

24 水害備え最新鋭救助車 砺波地域消防組合消防本部　水難救助車両１台

25 第７０回フェアを宣伝 ＪＲ城端線　限定ヘッドマーク　砺波市とＪＲ西日本金沢支社

30 県内新型コロナ　新たに３人感染 ２５日

北陸中日 12 チューリップ号ヘッドマーク　宮西さん（砺波出町中）のデザインを採用 ＪＲ城端線の臨時列車チューリップ号

12 市議選立候補の予定者と語る会 あす砺波市文化会館で　市内の若手経営者有志

29 県内３人新規感染 富山県　二十五日

読売 30 美術館・博物館情報 砺波市美術館　庄川美術館

31 新型コロナ　新たに３人 富山県　２５日

朝日 27 新たに３人感染 新型コロナ　県　２５日
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２７日　土曜日
北日本 5 定数２超の公算　砺波市議選 書類事前審査が終了

6 ９月に産業フェア 砺波商工会議所　通常議員総会

25 絵画修復　古里で腕磨く　 米で修業　岩﨑さん（砺波）　コロナで渡航できず

25 自然や日常の一コマ切り取る わくわく写真教室展　北日本新聞砺波支社カルチャー教室

27 コロナ対応の発熱外来完成 砺波総合病院　「発熱外来」の診療支援センター

28-29 大量退職ピーク　４７８人 県教委人事　再任用３８８人

35 雷　相次ぎ１６０戸停電 入善と砺波　２６日

富山 2 女性４人出馬、選挙戦へ 砺波市議選　定数２超、２０陣営審査

12 スポーツ　 第３５回砺波地区寿野球大会　リーグ戦

13 イベント 第７０回となみチューリップフェア

17 地鳴り 決まりを守ってフェア楽しんで　石黒陽子　８４歳（砺波市）

26-27 新教頭１１７人　県教委　教職員人事 女性４４人　小学校最年少４３歳

28 ＬＲＴ化へ４市連携 ＪＲ城端・氷見線　高岡会議所事業計画

28 ＬＲＴ化進めるべき 本田教授が講演　「城端線・氷見線のＬＲＴ化と直通化」

29 コロナに対応　発熱外来開設 砺波総合病院　診療支援センター

31 砺波チューリップフェア 感染対策、食べ歩き禁止

35 国公立医学部に５１人　大学入試　県内高校の合格実績 コロナ影響　医療系志望増

北陸中日 12 砺波総合病院に発熱外来を開設 来月５日　診療支援センター

12 砺波市議選選挙戦へ　２０人事前審査終える 来月１８日投開票

13 城端・氷見線ＬＲＴ化　新年度に事業費調査 高岡で検討会

16-17 県教職員異動１５５２件 富山県教委

30 桜だより（２６日） 砺波　庄川水記念公園

読売 24-25 富山県の教職員人事 ４月１日付

28 新任教頭１１７人 女性は４４人

29 ＬＲＴ化　利用者４６％増 １９年比　城端・氷見線　４０年試算

２８日　日曜日
北日本 1 富山におけるeスポーツの〝リアル〟 チームで連携  高校生が熱戦  県高校ｅスポーツ交流大会

19 北日本文芸 歌壇　詩壇　俳壇　柳壇

20 わが家のアイドル 齋藤彩葉ちゃん　５歳　砺波市庄川町金屋

21 ユニホームで後輩激励 ユーチューバー　はじめしゃちょーさん　全国ミニバスケ出場　砺波東部に３０着

21 県内外の民謡披露 義正会発表会　

29 声の交差点 心に残る「西郷さん」　砺波市　上野亮平（７８歳)

30 民意と歩む 砺波市議選「立候補予定者と語る会」　１１人　政策熱く訴え

30 チューリップ交流紹介 姉妹都市３０年　砺波とリッセ

富山 3 経済　今週の動き 砺波商工会議所

16 リッセの絵画、写真紹介 砺波市美術館　姉妹都市の交流展

16 屋敷林の雪被害　官民連携で処理 砺波市　無料で枝葉回収　集積場に軽トラ６００台分

16 ２年ぶりの発表会　地元民謡響かせる 砺波・義正会　第４１回義正会民謡発表会

17 古民家にスコーン店　開店後１時間で完売 砺波・花島　砺波市の元地域おこし協力隊員

17 取り組みたい活動語る 砺波市議選出馬予定の１１人

18 ＵＯＺＵ－戸出西部　きょう決勝 第２８回万葉旗争奪ジュニア野球大会第６日

23 県内の桜　見頃迎え　２年ぶり花見　控えめ？ １０市町村が宴会自粛呼び掛け　「我慢する」「少人数なら…」　富山、屋台少なく

北陸中日 12 ２年ぶり開催　成功誓う 砺波　チューリップフェア推進協

13 散居村に焼き菓子店 砺波市元協力隊　渡辺さん　活況　１時間で完売

13 中部日本個人・重奏コン 庄西中（砺波）が中日新聞社賞

26 桜だより（２７日） 砺波　庄川水記念公園

毎日 26 ９６歳の書家　力作展示 きょうまで砺波　早苗立道さん

２９日　月曜日
北日本 1 富山で桜満開 観測史上最も早く　瞬間最大風速　砺波２５．４㍍

28 ガールスカウト活動１００周年祝う 砺波で県連盟　県砺波青少年自然の家

富山 1 砺波で最大瞬間風速２５．４㍍ 荒天に負けず　桜満開　富山市で史上最も早く

17 砺波・旧栴檀野幼稚園　「地域交流の花壇」完成 せんだんの活性化協

17 越中太鼓　気迫の競演 南砺で「打魂鼓」　「越中太鼓まつり打魂鼓ｉｎなんと」

17 中野農村公園　滑り台新設 砺波、遊具６基移設　砺波市中野地区自治振興会

18 オープン戦で開幕　出町初戦敗れる 第５２回全国ミニバスケットボール大会

19 紙風船 和のスローライフ　組子細工

23 ほたるいか ガールスカウト運動１００周年を祝う集い　富山県砺波青少年自然の家

北陸中日 10 砺波市議選の出馬予定者 市民に人となり伝える　「語る会」

10 待望の発表　威勢よくドドン 南砺で越中太鼓まつり

11 大雪で屋敷林の枝折れ多発 砺波市が無料で回収

11 姉妹都市リッセ　３０年記念 砺波市美術館　チューリップの絵展示

読売 27 ＵＳＯ放送 砺波・越中之助

朝日 31 出町ＭＢＣ　初戦破れる 全国ミニバスケ女子　第５２回全国ミニバスケットボール大会
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３０日　火曜日
北日本 14 こんなのあるんだ！４７ＣＬＵＢ　よんななクラブ ＴＯＹＡＭＡ　おすすめ　ＷＥＢショップ

21 最高賞に島田さん(富山） 第２０回となみ野散居村フォトコンテスト

21 折れ枝７０㌧無料回収 屋敷林 １月記録的大雪で被害

22 にぎわい拠点  花壇完成 栴檀野  旧幼稚園の園庭活用

23 議長に坂林氏  新年度予算可決 庄川水害予防組合  議員協議会と本会議

23 大阪桐蔭高  演奏会中止 第７０回となみチューリップフェアの記念イベント 

29 ニュースファイル 立山酒造の控訴棄却

富山 2 水防計画策定を報告 庄川水害予防組合議会・議員協議会

19 コント 砺波・富之助

20 砺波善意銀行にタオルなど寄贈 砺波法人会女性部会

20 奄美群島の野菜人気  道の駅庄川  トマト、ジャガイモ  島に勤務経験の駅長仕入れ

21 ロビー展 切り絵作家山本征世・切り絵展  北陸銀行庄川支店

22 富山新聞文化センター 受講生３２人  躍動  チアダンス発表会  砺波

23 ピンク、黄色、春彩る チューリップ見頃 砺波・四季彩館  「季節を彩る花々～春～」

23 大阪桐蔭高演奏会中止 ７０回フェア記念イベント

26 鳥インフルの野鳥監視重点区域解除 県 ２９日

27 町長コラム訴訟で立山酒造の控訴棄却 富山地裁

北陸中日 12 コロナで大阪桐蔭高吹奏楽部の演奏中止 チューリップフェア

13 手作り暦  花、生き物満載 砺波・矢木地区委  全戸に配る

26 桜だより（２９日） 砺波　庄川水記念公園

読売 26 砺波市人事 ４月１日

朝日 29 「出町ＭＢＣ」 ２日目は連敗 全国ミニバスケ女子

３１日　水曜日
北日本 1 県球根組合を選定　スマート農業　実証事業 植え込みや収穫　省力化　農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）

21 旧幼稚園の遊具再整備 中野公園　砺波市の中野地区自治振興会

22 コロナ・大雪考慮　防災計画を改定 砺波市防災会議

23 県内５人初入選 創元展　創立８０周年記念創元展

23 ウイークリー　西部 砺波　広がる「いきいき百歳体操」　住民交流で心身健康　１００団体参加目指す

富山 5 富山第一ホテルきょう閉館 ロビー掲示板に感謝の言葉

19 地鳴り 「雨滴石を穿つ」言葉を思い出す　 黒田和也　４４歳（砺波市）

20 大賞に島田さん となみ野散居村フォトコンテスト

21 大雪の対策本部　迅速な対応目指す 砺波市防災会議

22 富山労働局人事 ３１日付

北陸中日 13 となみん冷感マスク　あすから砺波で販売 福祉作業所庄川が製造

13 砺波の吉田さんが黒部市俳句優秀賞 「詩の道」事業

26 桜だより（３０日） 砺波　庄川水記念公園

読売 28 よみうり文芸 俳句 【秀逸】　源通ゆきみ（砺波市）

採録期間：索引は昭和４７年から作成しています。

保存している新聞：北日本・富山・北陸中日とやま版・読売富山版・朝日富山版・毎日とやま版・日経北陸経済版・日刊工業・Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ

＊開架にない新聞の閲覧を希望される方は１階サービスデスクでご案内しています。
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